
広くて緑豊かな学内は

歩いているだけで

気持ちいい

女子の感性が

実績にも

結びついていますよ
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情報画像学科

デザイン学科

メディカルシステム工学科

ナノサイエンス学科

画像科学科

前期

後期 同　　上

国語

外国語 英 , 独 ,仏 ,中 , 韓から1科目

から1科目

数学 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C

外国語

地歴・公民 世B, 日 B, 地理 B
現社 , 倫 , 政経 , 倫政経

理科 物Ⅰ・物Ⅱ
化Ⅰ・化Ⅱ

数学 数Ⅰ・数A
数Ⅱ・数B

理科 物Ⅰ
化Ⅰ, 生Ⅰから 1科目

英Ⅰ・英Ⅱ

その他 総合テスト

｝
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国語
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外国語 英 , 独 ,仏 ,中 , 韓から1科目

から1科目

数学 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C

外国語

地歴・公民 世B, 日 B, 地理 B
現社 , 倫 , 政経 , 倫政経

理科 物Ⅰ・物Ⅱ
化Ⅰ・化Ⅱ，生Ⅰ・生Ⅱから1科目

数学 数Ⅰ・数A
数Ⅱ・数B

理科 物Ⅰ
化Ⅰ, 生Ⅰから 1科目

英Ⅰ・英Ⅱ

その他 総合テスト

｝
5教科7科目

国語前期

後期 同　　上

国語

外国語 英 , 独 ,仏 ,中 , 韓から1科目

から1科目

数学 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C

外国語

地歴・公民 世B, 日 B, 地理 B
現社 , 倫 , 政経 , 倫政経

理科 物Ⅰ・物Ⅱ
化Ⅰ・化Ⅱ

数学 数Ⅰ・数A
数Ⅱ・数B

理科 物Ⅰ
化Ⅰ

英Ⅰ・英Ⅱ

その他 面接
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国語
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外国語

地歴・公民 世B, 日 B, 地理 B
現社 , 倫 , 政経 , 倫政経

理科 物Ⅰ・物Ⅱ
化Ⅰ・化Ⅱ

数学 数Ⅰ・数A
数Ⅱ・数B

理科 物Ⅰ
化Ⅰ

英Ⅰ・英Ⅱ

その他 小論文
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外国語 英 , 独 ,仏 ,中 , 韓から1科目

から1科目

数学 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C
地歴・公民 世B, 日 B, 地理 B
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Open Campus8 1木

実際に訪れ、
見て、聞いて、相談しよう！

●実施時間（受付開始時間）

●プログラム

第１回　 9：30～11：10（8：45）
第2回　10：30～12：10（9：45）
第3回　13：30～15：10（12：45）
第4回　14：30～16：10（13：45）
第5回　15：30～17：10（14：45）

●集合場所
けやき会館（西千葉地区）

事前申込必要

2013年

いろいろな学部の人と

出会えて刺激になります

新しい図書館や

女子目線の

かわいいトイレも快適

工学部は 10 学科！

好きな分野が必ず

見つかります

研究室の数、

クオリティの高さ

ともにスゴイ！

千葉大学  工学部

工学＝男子って、誰が決めたの？

千葉大学ホームページ
http://www.chiba-u.ac.jp/

携帯電話
https://secure.nykoho-chiba-u.jp/open/

お申し込みは

●アクセス
具体的にどんなことを学ぶの？

希望学科の説明、研究室等見学
リアルな工学部生の生活を見たい！

在学生による学生生活の紹介
学習面や生活面を相談したい！

相談コーナー
学科の比較を詳しくチェックしたい！

工学部全体紹介DVD上映（見学自由）

千葉大学工学部リーフレット＿表紙



渡部：

古林：

細川：

早坂：

古林：

  史 ：

　私が電気電子工学科（当時）に入学した目的は「エネルギー対策に貢

献できるようなものづくりがしたい」という漠然としたものでした。3年から専

門科目の面白さに目覚め、4年及び修士課程における研究室生活は、先生

や、先輩、後輩、そして同級生と親交を深めあいながら切磋琢磨しあうこと

が出来、非常に有意義なものでありました。その後博士課程はカナダの

McGill大学で行いましたが、研究において必要な基礎スキルは千葉大学

で修得済みだったため、スムーズな留学生活を過ごすことが出来ました。

　圧電材料という、電気から超音波を発生する材料の研究を修士時代か

ら続けておりますが、電気電子工学の他、物理化学といった複合領域を必

要とし、また相関性のある複数のパラメータから得られた結果を直感的に読み解く能力も役に立つの

で、女性である強みを生かしていると感じております。男女両方の視点により工学がますます発展して

いくものと思いますので、皆さんの挑戦を期待しています。

10の専門分野が、一人ひとりの興味にしっかり応えます。また、学科間の連携や融合も図っているので、自分の専門領域に違う分野の視点
も取り入れ、現代社会のニーズに対応しうる幅広い知識と高度な能力を身につけることができます。

千葉大学工学部の“ホントのところ”を伝えるには、そこで実際に学んでいる人の話がイチバン！と考え、
学部生と大学院生による座談会を開きました。6人の工学女子が語る研究のおもしろさ、学びの環境、
そして将来の夢。ぜひ耳を傾けてみてください。

一口に工学といってもその領域はかなり広いですよね。私

は学部生なので、院生に比べると研究はまだまだ初心者で

す。初めに、皆さんの研究内容を教えていただけますか。

私の研究では、生物のもつ「酵素」を遺伝子工学的手法で

改良することで、これまで微生物が合成できなかった有用

物質、たとえば薬や香料、燃料といった人間が有機合成で

しかつくれなかったものも合成できるようになることをめ

ざしています。微生物を用いると、石油などの化石燃料よ

りもずっとエコに物質生産を行うことができるので、持続

可能な社会に大きく貢献できる技術です。 

私は中国の大学で観光マネジメントを専

攻し、次は観光をベースにした街づくり

や商業施設のあり方を学びたくて千葉

大の大学院に入学しました。先に何人も

の中国の友人が千葉大で学んでいましたし、

他の国からの留学生も多いので不安はありませんでした。

私の研究は、コンピュータグラフィックスによる再現物体

の質感知覚に関するものです。物体の見え方には物体そ

のものの素材や形状だけでなく、周囲の環境が

どの程度どんなふうに映り込んでいるかも影

響しています。映り込みをCGで再現すること

はできますが、計算コストがかかるなどの問題

もあり、コストを下げつつリアルな再現を可能にす

る技術が求められているんですよ。

私の研究は、舌の裏側にある毛細血管の撮影を身体を傷

つけることなく行い、その画像から酸素飽和度を測定する

装置や方法について調べること。確立されれば、救急医療

早坂：

古林：

  

  史 ：

細川：

金子：

において傷病者の状態をいち早く把握できるといった可

能性が考えられます。

私は、医療応用を主な目的としたレーザーの可能性を探る

研究をしています。これが進めば、身体に負担をかけずに

ピンポイントで治療ができるようになるでしょう。それは

50年後、100年後の未来かもしれないけど、病気に苦し

む多くの人を救う可能性にこの手で直接ふれていると

思うと大きなやりがいを感じます。

私も今までに改良型酵素を3つ作成し、微

生物が合成できなかった色素を微生物合

成することに成功しています。そんなふう

に何かを調べるだけでなく、そこから新たな

価値をもつ何かを「つくりだす」ことは本当に面白い。

モノづくりが好きな点はみんな共通してるよね。私は小学

校の頃から自転車のパンクを修理したり、リモコンの中に

アルミホイルを挟んで反応を良くしたりしていました。

私も、建築家の両親の影響もあって、小さい頃から絵を描

いたり手を動かしてモノをつくるのが好きでした。

大学を決めるときは少し迷ったけど、父が「ど

の道も辛いんだから好きなことをやりなさい」

と背中を押してくれて、自分に正直な道を選ん

だんです。

一般的には工学＝男性というイメージかもしれないけ

ど、性別を意識して進路を決めてしまうのはもったいな

いよね。

これは男性向き、これは女性向きということは、どんな

学問にもないと私も思います。それに男性が多い環境

で学ぶことで、男性の考え方に刺激を受けることも多

いですし。

確かに工学部は男子のほうが多いけ

ど、だからやりにくいということはない

な。反対に工学を学んでいる女性が少

ないからこそ、それが就職活動でも強みに

なったと思う。

金子さんは大手電気機器メーカーに就職が決まったんで

すよね。私も院を卒業したらメーカーで働いて、「この製品

の開発に携わったんだよ」って言えるような仕事がしたい。

私は中国人である自分の視点を生かし、卒業後は日本で、

中国人観光客をターゲットにした商業施設のプロジェクト

に関わりたいです。

現代は物質的には十分でも、心は満たされていない時代

だと言われていますよね。私はその心の部分も豊かにし、

本当の意味での幸せをつくりだす流れに加わりたい。工

学にはその力があると実感しています。

私も成熟市場におけるニーズの変化にすごく興味があり

ます。これからの幸せのあり方を考えるうえで、工学の視

点を持つ事は非常に重要だと思っています。

千葉大には、国内だけでなく海外の学会でも発表したり、

自分の研究を発信する場がたくさんあるからいろんなこと

にチャレンジしてみればいいと思うよ。

同じキャンパスに教育学部、理学部、文学部、法経学部も

あるから、サークルや共通科目を通して、自分とは

違う分野で頑張る学生とも仲良くなれて視野も

広がりますよね。工学に興味がある方、一緒に千

葉大工学部を盛りあげていきましょう！

金子：

細川

  史 ：

渡部：

早坂：

金子：

渡部：

千 葉 大 学 工 学 部 は 、 女 子 が イ キ イ キ 学 ん で 賢 く 輝 く フ ィ ー ル ド で す。

理系分野には興味があるけれど、

大学の工学部って男子ばかりでやりにくそう…

いいえ、それは違います。

千葉大学工学部の女子はいつもパワー全開！

自分の個性を大切に、

学びや研究にハツラツと取り組んでいます。

そんな明るく賢い工学女子に

あなたもなりませんか。

人間に不可欠な衣・食・住のうち「住」
を創造する建築を、理論と実践の両面
から学習。より高度な学びを提供する
ため、大学院を含めた6年一貫プログ
ラムも整えています。

建築学科

話題のクリーンエネルギー自動車も
電気電子工学の技術です。その基礎
をエネルギー・情報・電子材料など幅
広い分野を学んで身につけ、新しい
技術を創造できる能力を養います。

電気電子工学科

「場」=空間としての都市の特質と、「流
れ」=都市の成立に欠かせない動的要
素を大切に、都市環境を総合的に研
究する全国でも数少ないユニークな
カリキュラムを用意しています。

都市環境システム学科
日常製品から宇宙空間の製品まで、機
械工学はすべての工業製品の源。広い
領域を網羅する学問のため、まずは数
学や物理学など基礎を修得したうえで
専門領域を学びます。

機械工学科
生活文化と深く関わりながら、技術と
科学に裏打ちされた芸術性・人間性豊
かなデザインのあり方を学習。卒業後
は約半数が大学院に進学し、より高度
な勉学に励んでいます。

デザイン学科
工学的知識から医学的知識まで幅広く
学び、技術者や研究者として超高齢化
社会の新しい医療に貢献できる人材を
育成。1学年40名程度の少人数で、密度
の濃い学びを提供しています。

メディカルシステム工学科

コスメや家電をはじめ身近に存在す
るナノ技術。少人数教育による教員と
の密なコミュニケーションと世界レベ
ルの研究を通し、10億分の1メートル
の世界に羽ばたく挑戦者を育てます。

ナノサイエンス学科
環境を保全しつつ地球資源を有効活
用し、人類の真の福祉に貢献する。そ
んな21世紀の科学のあり方を学び、他
の生物との共生をめざす“新しい応用
化学”を実践していきます。

共生応用化学科
ものづくり・画像づくりのユニークな実
験を通して基礎学力を身につけてか
ら、専門領域に入ります。画像マテリア
ルとそれを利用する人間の感性を取り
扱う学科は稀少です。

画像科学科
「情報」と「画像」を核とした幅広い領
域です。「情報と数理」「情報と物理」
「情報と人間」という3つの柱があり、
情報が人間に伝わる仕組みや情報を
効果的に伝える方法を学びます。

情報画像学科

結果を直観的に読み解く能力など
女性である強みは研究に生きています。

10学科という
幅広い学びの領域

自分にまっすぐ
！ だから輝く

工学女子＊座談
会

左から、古林 真衣子さん／大学院工学研究科 共生応用化学専攻 共生応用化学コース 博士2年（千葉市立稲毛高等学校出身）
金子 沙織さん／大学院工学研究科 人工システム科学専攻 メディカルシステムコース 修士2年（栃木県立栃木女子高等学校出身）
早坂 千尋さん／工学部 デザイン学科 4年（東京都私立田園調布学園高等部出身）
史 麗圓さん／大学院工学研究科 建築・都市科学専攻 都市環境システムコース 修士2年（中国安徽省銅陵市第一高等学校出身）
細川 菜摘さん／大学院融合科学研究科　情報科学専攻 知能情報コース 修士1年（北海道立北海道札幌東高等学校出身）
渡部 瑞季さん／大学院融合科学研究科　情報科学専攻 画像マテリアルコース 修士1年（千葉県立東葛飾高等学校出身）

平成9年3月卒業
小林 牧子さん
国立大学法人熊本大学
大学院自然科学研究科
情報電気電子工学専攻
准教授

※平成24年5月時点

千葉大学工学部リーフレット＿中面


